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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）選挙経費7571万円の内、県支出金選挙執行委託費交付金は6989万円であった。 

  一般財源582万円の使途内容と、一般財源で負担することとした理由、負担割合の算定方

法を明らかにされたい。 

（２）期日前投票所の設置および事務執行に関わる経費とその内訳、その内で県（国）交付金

で交付された金額を明らかにされたい。表を配布して説明されたい。 

  全額が交付されたか、されなかったとしたらその理由と、県（国）の交付基準を説明さ

れたい。県（国）に請求するべきであるが、いかがか。 

 

 

  

議案第７４号 専決処分の承認を求めることについて 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）p21 高齢者福祉費 

    介護福祉施設について、既存小規模高齢者福祉施設へのスプリンクラー設置は、地域密

着型も含めて事実上すべての施設への設置が義務づけられていると理解しているが、市内

の対象施設で、既設置および未設置施設の数と、今後の整備の見通しをどのように把握し

ているか。 

（２）p23 児童福祉施設費 

    桜田小学校学童保育施設、あおばっこクラブ施設の、今後の整備スケジュールを説明さ

れたい。移転の見通しを明らかにされたい。 

 

○ 通告第４号 斉藤 広子 議員 

（１）P24、25 １０ 教育費 菖蒲小学校自動火災報知設備改修工事、栢間小学校自動火災報

知設備改修工事、太東中学校自動火災報知設備改修工事の工事内容とスケジュールについ

て伺う。 

又、他の小中学校の今後の計画は。 

（２）P24、25  

    「久喜東中学校非常放送設備改修工事」の工事内容とスケジュールについて伺う。 

    又、他の小中学校の今後の計画は。 

 

 

  

議案第１０７号 久喜市農業委員会の委員の定数に関する条例 議案第７５号 
平成２９年度久喜市一般会計補正予算（第４号） 

について 
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○ 通告第７号 杉野 修 議員 

本案の説明時に「所期の目的が達成されたものと判断し」と、廃止理由をあげている。 

以下伺う。 

（１）「所期の目的」とは何であったとするのか伺う。 

（２）それを「達成した」とする「根拠」を具体的に説明されたい。 

（３）廃止したのちに、当該住民から支援要望が出された場合、市はどうするのか伺う。 

（４）今後も被災者支援の「受け皿」として確保すべき事業と考えるがいかがか。 

 

 

  

議案第７２号 
（仮称）久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例検討

委員会条例 
議案第７８号 久喜市東日本大震災被災者支援基金条例を廃止する条例 
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○ 通告第１０号 川辺 美信 議員 

（１）今回の改正案は「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるとありますが、改

正による影響額と対象者数をお伺いします。  
 

  

議案第７９号 久喜市税条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第１号 猪股 和雄 議員 

（１）p128 防災・消防体制の充実 

 2011・３・11 福島第1原発事故による放射性物質の拡散とその対策については、後期基

本計画の大綱２中、快適な生活環境の創造－公害等の環境問題－放射性物質の測定・監視

・対策、大綱４中、小中学校等放射線量測定の実施、学校給食の放射性物質検査が明記さ

れているが、「防災対策」の観点からの記載がない。 

 防災消防体制の充実（p.34）、大綱５中、防災消防体制の充実（p.128）では、自然災害

としての地震、水害、危機管理体制としての武力攻撃やテロが記載されているものの、原

発震災や原発事故による放射性物質の拡散に対する対策も災害として認識し、位置づけて

おくべきである。 

  認識と見解を問う。 

 

○ 通告第２号 岸  輝美 議員 

第１部・基本構想・第１章・将来像―３将来人口  Ｐ―２２― 

（１）平成３４年の推計人口を１５０，２４４人とし、様々な施策を推進することにより目標

人口を１５０，９００人としています。その根拠を伺います。    

第１部・基本構想・第２章・総合振興計画の実現に向けて－２ 施策 (１)市民が参加し、

地域コミュニティ豊かなまち Ｐ―２８― ② 協働のまちづくりの推進 第２部 後期基

本計画 ２ 後期基本計画の見方 大綱１ 市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち 

２協働のまちづくりの推進 Ｐ―４３―  

（２）この計画は基本理念として「協働のまちづくり」を掲げています。Ｐ―１９― 

    その考えに賛成するものですが、「協働」の概念が従前より少し変わってきています。 

    １の質問とも関わりますが、人口減少社会の中で、「協働」がより重要性を帯びてきてい

る感があります。そうした考えについて伺います。 

 

○ 通告第３号 渡辺 昌代 議員 

（１）大綱６ 地域の産業が元気で、多彩な企業が集積する豊かなまち 

P139 ２、工業の振興では、主な取り組みで「優良企業の誘致の促進」とあるが今後５

年間でさらに企業誘致をすすめる計画では、「環境保全と開発が共生するバランスのとれた

土地利用を図る」とした総合振興計画の前提とずれが出るのではないか。さらなる企業誘

致を進めるのではなく、環境保全と農業振興を進めるべきではないか。 

 

議案第８３号 久喜市総合振興計画基本構想及び同後期基本計画について 



 

6 

 

（２）第２章総合振興計画の実現に向けて 

    Ｐ30（３）子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせるまち、④高齢者福祉

の充実について 

   ア 「高齢者福祉施設の整備や介護保険事業の充実を図るため」の「図るため」とした理

由を伺う。 

   イ 前期計画では、「図るため」ではなく「はじめ」とされていた。高齢者福祉施設の整備

や保険事業の充実を図ることは行政が大前提として取り組むべき課題である。それを「～

図るため、市民やボランティア、関係機関」と続けてしまうと意味がまるで変わってし

まう。これでは、重要なことが抜け落ちてしまうのではないか。市が介護保険制度の充

実を進める姿勢が示せる文章に変えるべきであるがいかがか。 

（３）第２部後期基本計画 大綱２自然とふれあえる、環境に優しいまち 

   ア Ｐ56 １、自然環境の保全・創造の成果指標の「河川の水質基準達成率」の平成 28

年度現状値が84.4%であるのに平成34年度目標値が78.0％に下がってしまうのはなぜか。 

   イ Ｐ58 ２、快適な生活環境の創造の「大気汚染状況の監視」「騒音・振動・悪臭対策の

充実」「環境保全パトロールの充実」「放置自転車対策の充実」についての前期計画を終

えての総括と評価を伺う。また、今後の方針を伺う。 

   ウ Ｐ63 ４、廃棄物処理の充実の成果指数では、「市民一人１日当たりごみ排出量」の平

成 34年度目標値が前期計画に比べてかなり高い数値である。理由を伺う。また「３Ｒ」

に加えリフューズ、リペアを加えた「５Ｒ」を定着させるとあるが、前期計画での取り

組みは久喜市、久喜宮代衛生組合、市民それぞれどうであったか総括を伺う。 

（４）大綱３子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせるまち 

   ア Ｐ71 ２、地域医療の充実の成果指標では、「とねっとの参加申込者数」が前期計画か

ら大幅に修正されている。このことについて説明を求める。また、平成 28年度の現状値

から、平成 34年度の目標値はかなり高くなっているが、何か事業発展対策を考えている

のか理由を伺う。 

   イ Ｐ74 ３、子育て支援の充実では、学童保育については、「放課後児童健全育成事業等

の実施により、児童の健全育成を図ります。」としか明記されていない。久喜市の学童保

育は、施設整備、児童数の増、指導員不足など課題がたくさんあり、きちんと後期計画

に掲げ取り組むべきものではないのか伺う。また、成果指標では、「保育所等待機児童数」

が平成 34年度の目標値は 0になっているが、この数値とした根拠を伺う。 

   ウ Ｐ86 ７、社会保障制度の充実の成果指標は、「生活保護から自立した世帯」の平成

28年度現状値 40から平成 34年度目標値が 37と下向きの数である。上向きの取り組み

とすべきだがいかがか。 

（５）大綱５安全で調和のとれた住みよい快適なまち 

    Ｐ126 ５、治水対策の充実の成果指標の「浸水による通行止箇所の減少」では現状値か

ら平成 34年度目標値に対して５年間で１箇所しか対応しないことになる。問題箇所が多い

中で、もっと前向きな指標にすべきではないか伺う。 
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○ 通告第６号 平間 益美 議員 

（１）大綱５ 安全で調和のとれた住みよい快適なまち 

P120 3公園の緑化と水辺環境の保全で伺う。 

ア 施策の課題については、「生活に密着した身近な公園や広場、水辺環境の整備を求める

声が高まっている」等と、状況は充分に把握する内容になっている。しかし、ｐ120 施

策の内容（1）公園の充実についてでは、今後の５年間で具体的にどのようなことをやろ

うとしているのか、取り組みの中から見えてこない。「子どもから高齢者までの公園利用

者が一緒に学ぶことができるような世代間交流を担う場、地域間におけるコミュニティ

活動の拠点」とはどのような公園の姿を想定しているのか伺う。 

イ 公園の管理と緑化の推進について 

（ア）前期の取り組みをどう総括しているのか。 

（イ）主な取り組みでは、市民に協力を得ながらの維持管理が中心であり、市民要望に対

し、建設部の担当課がどのように関わっていくかが不透明である。草木の繁茂状況を

把握するための見回り、事業者への依頼を定期的に行うなどをすべきと考えるが如何

か。 

（２）P133 8交通安全対策の充実について 

ア 施策の現状や課題目的などは前期の内容と大きな変化はない。残念ながら、久喜市は

今年も交通事故防止特別対策地域に指定された。前期の総括を伺う。 

イ 課題としていくつか挙げられ、具体的対応・成果指標も示されている。それぞれの指

標の目標値に対する根拠を伺う。 

ウ 施策の内容で、（1）交通安全運動の推進の取り組みとして、久喜市交通安全計画の推

進が追加された。この計画は第 10期として平成 28年から 32年までの計画である。9期

計画の総括では死亡事故、交通事故件数の減数に一定の評価をしている。10期計画の途

中ではあるが、２年間の進捗状況をどう評価するか伺う。 

 

○ 通告第７号 杉野  修 議員 

（１）２２Ｐ 基本構想、第１章 将来像で伺う。 

ア 「３将来人口」の記述に「子育て支援の充実」から「居住環境の保持・増進などの施

策を推進することにより、定住などの促進に努め、平成３４（２０２２）年の目標人口

は、150,900人とします。」とあるが、積極的な施策を展開し、人口増加に転じている市

町村も現に存在している。先進事例に謙虚に学び、前向きの計画を検討してはいかがか。 

イ 「人口の推計」の表中、生産年齢人口について（１５歳～６４歳）としているが、中

学を卒業して就業するケースはかなり少ないと考える。１５歳以上１８歳未満の市民を

「生産年齢人口」に位置付ける理由を伺う。 

ウ 将来人口の分析、推計に当たっては「コーホート変化率法」から「コーホート要因法」

に変更して実施している。その理由を具体的に例示されたい。 
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（２）４５Ｐ、「３ 人権の尊重」、また、１０２Ｐ「人権教育の推進」の項に「性的多様性の

尊重・保障」の記述が皆無である。なぜか。今後５年間の計画に明記すべきと考えるがい

かがか。 

（３）２９・６１Ｐ 大綱２「美しい景観の形成」では、「市民や企業に対し、景観保全意識の

醸成を図り、景観を乱すおそれのある建物や野立て看板に対する規制」をするとあるが、

理科大学跡地に埼玉県でも最大級の物流倉庫建設を誘導してきたのは久喜市である。市は

事業者と総合振興計画に基づいて、どのような協議を図ってきたのか。市の上位法とされ

る本計画が、単なる空文になってはならないと考えるがいかがか。 

 

○ 通告第８号 井上 忠昭 議員 

久喜市総合振興計画（案）について大きく１点伺う。 

２２ページで目標人口とある。以下、伺う。 

（１）人口推計だと平成３４年は１５０，２４４人になるが、目標として１５０，９００人と

した。目標人数をこの数字で定めた根拠はなにか。 

（２）「本構想では、子育て支援の充実、産業の振興、雇用の確保、福祉・教育の充実、居住環

境の保持・増進などの施策を推進することにより、定住などの促進に努め」とあり、そう

であれば（目標であれば）久喜市のポテンシャルからしてもっと高く設定すべきと考える

が、いかがか。その姿勢が計画のあらゆる施策に影響を持つのではないか。 

 

 

○ 通告第９号 春山 千明 議員 

（１）市民意識調査での結果から「市政全般において充実してほしいもの」で前期の調査には

ない設問がありました。その結果を受け基本計画の施策の体系には具体的にどう盛り込ん

だのかお伺いします。 

（２）同じ設問でも順位が異なった項目がある。施策にどう生かしたのかお伺いします。 
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○ 通告第３号 渡辺 昌代 議員 

（１）基本目標２「総合的な人間力」を育成する学校教育の充実 

Ｐ39 施策１学ぶ意欲と確かな学力をはぐくむ教育の充実の７、理数系人材の育成では、

「小学校に理科支援員を配置する」とあるが説明を求める。現状として、小人数校では、

昨年度まで配置されていたＴＴの職員が今年度減らされ大変苦労している。こちらの対応

こそ対処すべきではないのか。 

（２）基本目標３「信頼される学校づくりの推進」 

Ｐ55 施策２学校・家庭・地域が一体となった教育の推進では、コミュニティ・スクー

ルを第１に掲げ推進しているが、コミュニティ・スクールの位置づけを伺う。 

（３）基本目標３「信頼される学校づくりの推進」 

Ｐ60 施策５学校施設・設備の整備・充実では、学校教材・備品の計画的な整備とある

が、小学校の机と椅子に関しての整備計画を伺う。適正な管理と廃棄が行われてきたのか

も伺う。また、小学校にあるビオトープの位置づけはどうなっているのか課題はないのか

伺う。 

（４）基本目標５「豊かな生き方を築く生涯学習の推進」 

Ｐ70 施策２保護者の交流機会の提供・支援では、子育て等の学習や保護者間の交流の

場として講座やフォーラムを開催していることは評価するが、現在ＰＴＡが参加依頼をさ

れる研修・フォーラム・人権研修など校内・市・埼葛・県のものまで含めるとあまりにも

多すぎる。すべてに対応はしきれない現状であり、無理矢理参加している感が否めない。

教育委員会としては、どう考えているのか。今後も教育振興基本計画として増やして行く

計画なのか。数ではなく中身を充実させもっと精査して行くべきではないか。 

 

○ 通告第５号 田中  勝 議員 

（１）５７ページ 基本目標３、信頼される学校づくりの推進 施策３、安全の確保について 

現状と課題に「登下校の安全確保」について示されている。結構なことだ。しかし、通

学の在り方については、一言も触れられていない。児童生徒の登下校の移動については、

重要な教育活動の一環と考える。中でも、成熟した車社会での「遠距離通学」の在り方は、

重要な検討課題と考える。しかしながら、この事案については、取り組まれていない。果

たしてこれで、「信頼される学校づくりの推進」に繋がるのか、些か疑問が残る。従って、

「通学の在り方」についても、ご検討頂くことをご提案申上げる。如何でしょう。 

 

 

議案第８４号 第２期久喜市教育振興基本計画について 
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○ 通告第７号 杉野  修 議員 

（１）５９Ｐ 「基本目標３」の「施策４ 学校の適正規模・適正配置の推進」に関するとら

え方が狭いのではないか。学校は単独で存立しているのではない。久喜市全体を俯瞰した

総合的なまちづくりの視点から見直しが必要だと考えるがいかがか。 

《事例》「上内小学校」は、ＵＲ都市機構・わし宮団地に隣接し、団地内居住者の子弟も多

い。昨今、居住者の高齢化などが進んだこともあり、「小規模校＝統廃合の検討対象校」と

されている。しかし、ＵＲ都市機構は、「団地の総合再生・リノベーション」を打ち出し、

行政との「まち再生」協議を始めているところもある。子育て世代を団地に呼び込むこと

も可能であり、児童数が増加に転じれば廃校にすることもなくなる。 

（２）６４Ｐ 「基本目標４」の「施策１ ＰＴＡ・児童生徒・教職員に対する人権教育の推

進」では、「性的多様性の尊重・保障」の記述が皆無である。なぜか。今後５年間の計画に

明記すべきと考えるがいかがか。 

 

○ 通告第１０号 川辺 美信 議員 

（１）P43～44 施策第 3 体力の向上と心身の健康づくりを図る教育の充実 

    現状と課題には「各学校は学校保健委員会を中心に、児童生徒の健康づくりに取り組ん

でいますが、児童生徒の心身の発達・発育段階を的確にとらえ、自らの健康を適切に管理

し改善していく資質や能力を育成していく必要があります。」と記されています。そして、

主な取り組みの 4で「『第 2次久喜市健康増進・食育推進計画』に基づいて、各学校におい

て学校保健計画を作成、実践し、保健主事、養護教諭等を中心に、家庭、地域、関係機関

との連携を推進します。」とあります。 

児童生徒の健康づくりの柱に、定期健康診断があると考えます。定期健康診断による要

治療と診断された児童生徒の受診率（完治率）の低さが、2016年 9月議会の一般質問で明

らかになりました。児童生徒の健康づくりのために、定期健康診断で要治療と診断された

児童生徒の受診率を高めるとともに、完治を目指すべきと考え、計画にとり入れるべきで

すが市の考えをお伺いします。 

（２）P53～54 施策 1 教職員の資質・能力の向上 

教職員の多忙化問題について、2017年2月議会の一般質問で取り上げました。勤務時間を

除く平均在校時間は、小学校で52時間12分（一日平均2時間36分）、中学校62時間24分（一

日平均3時間7分）でした。さらに、部活動に関わる時間は最長で一か月間64時間でした。

主な取り組みの４で、多忙化解消に努めますと記されていますが、具体的な取り組みにつ

いてお伺いします。 

 

 

 


